入学試験分析

英

語

１．出題傾向
・小学校で学習する基礎基本から英検3級レベルの問題まで出題します。
・英語の4技能のうち、スピーキング（話す）を除く3技能、リスニング（聞く）、
リーディング（読む）、ライティング（書く）の力を問う問題を出題します。
・単に言葉の意味・用法等に関する文法的知識や語彙力を問うだけではなく、英語
で考え、表現する問題もあります。

２．問題構成
・英語の試験は、リスニングも含めて50分間、100点満点です。
・配点はリスニング 30 点分、リーディング 60 点分、ライティング 10 点分です。
リーディングには、文法的知識や語彙力を問う問題も含まれます。
・リスニングの問題形式は次の3種類です。
例）対話を聞き、内容に合う最後の応答（チャイムの部分）を選ぶ問題です。
対話は問題用紙には書かれていません。

A : Hello, Ken.
B : Hi, Diana. How are you?
A : Iʼm ﬁne, thank you. And you?
B : ＊＊＊ CHIME ＊＊＊
1. Good morning.

2. Itʼs ﬁne today.

3. Iʼm ﬁne, too.

4. See you.

例）絵を参考にしながら、放送の内容と英文の正誤を問う問題です。
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1. The boy went to America with his family. （

）

2. His mother took many pictures.

）

（

例）対話を聞き、その内容に関する質問に対して最も適切な答えを選ぶ問題です。
対話と質問は問題用紙には書かれていません。それぞれ質問は２つずつあり
ます。

A : Shall we go ﬁshing on Sunday?
B : Yes, letʼs. I always enjoy ﬁshing.
A : Can you pick me up with your car?
B : Sure, Iʼll meet you at the station at about 8:30 AM.
A : Great! See you then!
Question 1 When will they go ﬁshing?
1. On Saturday morning.

2. On Saturday afternoon.

3. On Sunday morning.

4. On Sunday afternoon.

・リーディングは、読解だけでなく、文法的知識や語彙力を測る問題も出題しま
す。長文は100〜150語程度で、内容はEメール、手紙、ポスターなどです。
例）次の a, b 各組の文がほぼ同じ内容を表すように、下線部に最も適切な英単
語を１語書きなさい。

a. Itʼs ﬁve ﬁfty
b. Itʼs ten to

.

例）次の対話が成立するよう ,（

）に入れるのに最も適切なものを 1 〜 4 か

ら１つ選び、その番号を書きなさい。

Boy : What a cute dog! Is it yours?
Girl : Yes, it is. Thank you.
Boy : (

)

Girl : It's a puppy. It's two years old.
1. How old is it?

2. Do you like cats too?

3. Why not?

4. How many dogs?
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例）次の英文の意味が通るように、下線部に最も適切な英単語を１語書きなさい。

Penguins are birds but they canʼt

.

例）次の文章が表すものを、英単語 1 語で書きなさい。

It has wings and engines. It is very big and expensive. When we go abroad,
we usually use it. Many of them come to Narita from all over the world.
１１ 次の案内文の内容に関する質問の答えとして、最も適切なものをそれぞれ 1 〜 4 から
例）次の案内文の内容に関する質問の答えとして、最も適切なものを

1 ～ 4 から 1 つ選び、その番号を書きなさい。

１つ選び、その番号を書きなさい。

School Dance Party!
Day: Friday, February 8
Time: 7 p.m. to 8:30 p.m.
Place: High School Gym
Community High School will have a school dance party on Friday
night after the football game. Please come and have some fun! There
will be a DJ, music, dancing, and games. If you want a ticket, you
can buy one from your homeroom teacher. Tickets to the party are
$5 each, if you buy one before February 8. If you buy a ticket on
February 8, it will cost $7.
There will be food and drinks at the party. You can buy a piece of
pizza or a hamburger for $3 each. You can have one drink for free.
After that, you have to pay $2 for each drink. Money from the party
will be used to help the robot club go to an international competition.

(1) What is this poster about?

What is this poster about?

1. An international
competition.
1. An international
competition.
3. A football game.

2. A school event.
4. A dancing contest.

2. A school event.

3. A football game.
4. A dancing contest.
－ 10 －

・ライティングは、テーマに沿った20語（words）程度の英作文です。語彙や語法
だけでなく、内容や文章構成力も評価します。
例）次の質問について、必ず主語と動詞を含めた 20 語（words）程度の英文で、
質問の答えとその理由を書きなさい。

What season do you like the best?
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３．解答分析
・全体的に単語の綴りの間違いが多く見られました。小学校で習う基本的な単語は
正確に書く練習が必要です。
・リスニングは、高い正答率でした。
・文法的な知識を問う問題では、言い換えの問題で誤答が目立ちました。
・長文問題は、情報を正確につかめないことによる誤答が見られました。何につい
て質問され、それが文のどこに書かれているかしっかり読み取る練習が必要
です。
・自由英作文は、テーマに沿った内容で書けていましたが、単語や文法など正確さ
に欠ける表現が見られました。また、「20語程度」と指定があります。４〜5文
程度でまとめる練習が必要です。

４．学習アドバイス
・小学校で学習する基礎基本から英検 3級（中学3年生程度）レベルの問題を出題
します。英語の検定試験に挑戦をする、英語をたくさん読む、英語をたくさん
聞くなど、英語に触れる機会が多いほど英語力は伸びます。音楽、ラジオ、映
画、洋書、語学講座など利用してみましょう。
・英文を書く問題では、符号（コンマ、ピリオド、クエスチョンマークなど）に
注意をしましょう。
・英単語は正確に書きましょう。英語学習用のノートなどを使い、大文字・小文字
など、文字の形や高さがはっきりわかるように書く練習をしましょう。
・日本の人名や地名は、すべてヘボン式のローマ字で書きます。しっかり練習して
おきましょう。
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